
安城桜井ＳＢＣ 27期生 

公式戦結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年１月２２日（日） 卒団式 

全日本小学生新人大会（西三河予選）  優優優   勝勝勝 

全日本小学生新人大会（愛知県予選）  優優優   勝勝勝   

春季全日本小学生大会    準準準優優優勝勝勝   

桜林カップ              準準準優優優勝勝勝 

全日本小学生大会（愛知県予選）    優優優   勝勝勝 

親善葵杯               優優優   勝勝勝 

愛知県大会（西三河予選）       優優優   勝勝勝   

全日本小学生大会       準準準優優優勝勝勝 

愛知県大会              準準準優優優勝勝勝   

三河ジュニア連合大会      優優優   勝勝勝   

幸子縁カップ             第第第三三三位位位 

サクスポ杯              優優優   勝勝勝   

五万石杯兼梅園ジュニアクラブ創立３０周年記念   優優優   勝勝勝 

安城市小学生ＳＢ大会         優優優   勝勝勝   

西尾大会兼中部スターズ創立３５周年記念   優優優   勝勝勝   

きらら杯               優優優   勝勝勝   



 



 

令和２年度（４年生の思い出） 

開催日 大会名 順位 試合結果 開催場所 

10月24日 サクスポ 

２５周年記念大会 
予選敗退 予選① 桜井Ｂ● 0‐10 ○岡崎 SBC 桜井小 

予選② 桜井Ｂ● 0‐11 ○岩倉 

 

令和３年度 

開催日 大会名 順位 試合結果 開催場所 

10月 9日 全日本小学生 

新人大会 

（西三河予選） 

優勝 １回戦 桜井○ 12‐0 ●男川 西尾市坂田Ｇ 

準々決勝 桜井○ 5‐0 ●岡崎 SBC 

10月10日 準決勝 桜井○ 3‐0 ●中部 

決 勝 桜井○ 2‐1 ●桜林 

10月31日 全日本小学生 

新人大会 

（愛知県予選） 

優勝 １回戦 桜井○ 7‐0 ●師勝 西尾市坂田Ｇ 

準々決勝 桜井○ 7‐3 ●六竜合同 

11月21日 準決勝 桜井○ 15‐2 ●花ノ木 

決 勝 桜井○ 10‐0 ●桜林 

3月27日 春季全日本 

小学生男子 

ソフトボール大会 

準優勝 １回戦 桜井○ 9‐1 ●知覧中央 北九州市 

ひびき 

コスモス 

運動場 

（福岡県） 

２回戦 桜井○ 13‐3 ●石井 

3月28日 ３回戦 桜井○ 8‐0 ●白山 

準々決勝 桜井○ 2‐1 ●横須賀 

3月29日 準決勝 桜井○ 4‐3 ●奈多 

決 勝 桜井● 4‐5 ○西湘 

 

令和４年度 

開催日 大会名 順位 試合結果 開催場所 

 4月10日 全日本小学生 

（西三河予選） 
ベスト４ 準々決勝 桜井○ 2‐1 ●中部 西尾市坂田Ｇ 

 4月24日 雨天中止（順位抽選） 

 5月 3日 桜林カップ 準優勝 予選① 桜井○ 18‐0 ●駿河 桜林小 

・桜井小 予選② 桜井○ 5‐0 ●三和 

 5月 4日 準々決勝 桜井○ 11‐1 ●千里ヶ丘 

準決勝 桜井○ 2‐1 ●中部 

決 勝 桜井● 0‐1 ○桜林 

 5月 8日 全日本小学生 

（愛知県予選） 
優勝 １回戦 桜井○ 15‐0 ●貴船 蒲郡市浜町Ｇ 

準々決勝 桜井○ 8‐0 ●甚目寺 

 5月15日 準決勝 桜井○ 3‐0 ●岩倉 

決 勝 桜井○ 4‐0 ●桜林 

 



 

開催日 大会名 順位 試合結果 開催場所 

 6月18日 親善葵杯 優勝 予選① 桜井○ 6‐2 ●甚目寺 岡崎中央 

総合公園 
予選② 桜井○ 3‐1 ●梅園 

準々決勝 桜井○ 3‐0 ●師勝 

準決勝 桜井○ 4‐2 ●桜林 

決 勝 桜井○ 3‐2 ●東部 

7月 9日 愛知県大会 

（西三河予選） 
優勝 １回戦 桜井○ 2‐0 ●梅園 西尾市坂田Ｇ 

準々決勝 桜井○ 5‐0 ●三和 

7月23日 準決勝 桜井△ 0‐0 △東部 

決 勝 桜井○ 6‐0 ●桜林 

7月31日 全日本小学生男子 

ソフトボール大会 
準優勝 ２回戦 桜井○ 10‐0 ●三之沢 久米南 

町民運動公園 

（岡山県）  8月 1日 

  

３回戦 桜井○ 4‐2 ●西湘 

準々決勝 桜井○ 5‐3 ●岡山少年 

 8月 2日 準決勝 桜井○ 8‐3 ●Jr.岩国 

決 勝 桜井● 0‐6 ○横須賀 

8月20日 愛知県大会 準優勝 １回戦 桜井○ 10‐1 ●小木 岡崎中央 

総合公園 
準々決勝 桜井○ 7‐0 ●香流 

8月21日 準決勝 桜井○ 8‐0 ●城東 

決 勝 桜井● 3‐6 ○桜林 

10月16日 三河ジュニア 

連合大会 
優勝 予選① 桜井○ 5‐0 ●男川 西尾市坂田Ｇ 

予選② 桜井○ 10‐0 ●形原 

準々決勝 桜井○ 1‐0 ●梅園 

準決勝 桜井○ 2‐0 ●三和 

決 勝 桜井○ 5‐0 ●南部 

10月23日 幸子縁カップ 第三位 予選① 桜井○ 20‐0 ●男川 あおみの運動

広場・坂崎Ｇ 予選② 桜井○ 5‐0 ●花ノ木 

準々決勝 桜井○ 1‐0 ●中部 

準決勝 桜井△ 0‐0 △幸田 

11月 5日 サクスポ杯 優勝 予選① 桜井○ 6‐0 ●ときわ 桜井小 

予選② 桜井○ 14‐0 ●八ツ面 

11月 6日 準々決勝 桜井○ 9‐1 ●南部 

準決勝 桜井○ 3‐1 ●中部 

決 勝 桜井○ 3‐1 ●東名古屋 

 

 

 



 

開催日 大会名 順位 試合結果 開催場所 

11月19日 五万石杯 兼 

梅園ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 

創立３０周年記念 

優勝 予選① 桜井○ 7‐0 ●花ノ木 西尾市坂田Ｇ 

予選② 桜井○ 8‐0 ●男川 

準々決勝 桜井○ 1‐0 ●東名古屋 

準決勝 桜井○ 4‐0 ●中部 

決 勝 桜井○ 4‐1 ●梅園 

11月26日 安城市小学生 

ソフトボール大会 

優勝 １回戦 桜井○ 11‐0 ●東部ＪＣ 安城市ソフト 

ボール場 準決勝 桜井○ 3‐2 ●桜林 

決 勝 桜井○ 6‐0 ●南部選抜 

11月27日 西尾大会 兼 

中部スターズ 

創立３５周年記念 

優勝 予選① 桜井○ 4‐0 ●町田 西尾市坂田Ｇ 

準々決勝 桜井○ 3‐1 ●度会 

準決勝 桜井○ 6‐3 ●東名古屋 

12月 4日 花スポ杯 ベスト８ 予選① 桜井○ 5‐0 ●師勝 西尾市坂田Ｇ 

予選② 桜井○ 6‐1 ●東部 

準々決勝 桜井● 0‐2 ○東名古屋 

12月11日 きらら杯 優勝 予選① 桜井○ 5‐3 ●南部 西尾市坂田Ｇ 

予選② 桜井○ 8‐0 ●男川 

準々決勝 桜井○ 7‐0 ●幸田 

準決勝 桜井○ 8‐0 ●六ツ美 

決 勝 桜井△ 0‐0 △師勝 

 

公式戦（新人戦～きらら杯） １８大会７５試合 

６７勝５敗３分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

⑩ 山口 夕翔  ① 西部 遥香 

② 濱田 珀斗  ③ 松永 武 

④ 片山 雄梧  ⑤ 上田 遥斗 

⑥ 石川 隼   ⑦ 宮島 侑汰 


